
          

 

【リリースについてのお問合せ先】 
森下仁丹株式会社 経営企画部 担当：磯部・安田 TEL：06-6761-1134 FAX：06-6761-8108 

共同ＰＲ株式会社 第六業務局 担当：長尾・広岡 TEL：03-3571-5236 FAX：03-3574-9364 

 

『海苔茶漬 サラシア入り』 
スナック50店舗でサンプリングを開始いたしました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森下仁丹株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：駒村純一）は、株式会社山本海苔店（本社：東京

都中央区／代表取締役社長：山本德治郎）と共同で開発し、2017年11月より発売中の「海苔茶漬  サラシア入

り」を、全日本スナック連盟の加盟店50店舗でサンプリングを開始いたしました。 
   

森下仁丹と山本海苔店では、全日本スナック連盟より“〆の夜食”として公認をいただいたことを記念し、 
全日本スナック連盟の加盟店の中から希望店舗50店舗で「海苔茶漬 サラシア入り」の無料配布を開始いたし
ました。健康的に「〆の夜食」を楽しんでいただければと思います。 
 

 昨年の 12月に、本商品が「お酒を飲んだ後のシメを我慢したくない！」という方々にとっ

て、健康的に「〆の夜食」を召し上がるための最高の商品ということで、芸人の玉袋筋太

郎さんが会長を務める全日本スナック連盟より“〆の夜食”として公認を頂きました。 

「海苔茶漬 サラシア入り」は、糖質の吸収をおだやかにし、食後の血糖値の上昇をゆ
るやかにすると報告されている「サラシア由来サラシノール」を配合した機能性表示食品
です。全日本スナック連盟では、「〆の夜食を食べてはいけない」ではなく、自宅まで我慢
して、自宅で健康的な「〆の夜食」を召し上がって頂くことで健康を保持し、ずっと全国に
あるスナックに通い続けてほしいという想いから「海苔茶漬 サラシア入り」に「〆の夜食」
の公認を出したとのことです。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名 海苔茶漬 サラシア入り 

機能性関与成分 サラシア由来サラシノール 0.2mg 

届出番号 Ｃ９８ 

届出表示 本品にはサラシア由来サラシノールが含まれます。サラシア由来サラシノールには糖質の吸収をお
だやかにし、食後血糖値の上昇をゆるやかにする機能があることが報告されています。 

栄養成分表示 1袋(6.2g)当たり エネルギー16kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.079g、炭水化物3.2g(糖質2.8g(糖類

1.2g)、食物繊維0.44g)、食塩相当量1.7g 

内容量 37.2g（6.2g×6袋） 

価格 800円（税抜） 

報道関係各位 
2018年3月7日 

森下仁丹株式会社 

息トラブルに《ラクトフェリン》がアプローチするタブレット 

『オーラルラクトフェリン』 
～ラクトパーオキシダーゼとの独自配合で抗菌力を発揮!!～ 

2014年1月25日（土）より通信販売にて発売 

 機能性関与成分「サラシア由来サラシノール」を配合した機能性表示食品！ 

 老舗海苔専門店「山本海苔店」とのコラボレーション！山本海苔店こだわりの、 

上質な国産きざみ海苔がたっぷり入っています！ 

 お茶漬のほか、お湯で溶かしてスープにしたり、ドレッシング代わりに 

サラダにかけたりパスタに混ぜるなど、様々な食シーンで楽しめます！ 

 「海苔茶漬 サラシア入り」 商品特長 

【全日本スナック連盟とは】 

タレントの玉袋筋太郎さんが会長を務め、日本固有の文化である「スナック」文化を 
より普及・発展させるため、「スナック」の存続と繁栄に寄与することを目的とする連盟。 
 

「海苔茶漬 サラシア入り」 

   価格：800円（税抜） 

上質な国産きざみ海苔が 
たっぷり！ 

全日本スナック連盟公認の“〆の夜食” 

 

 全日本スナック連盟公認までの経緯 



 

 

 

No 県名 店名 住所 

1 兵庫 スナック 夕 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目9-29 

2 兵庫 J 兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目3-8 高本観光ビル 4F 

3 兵庫 くろーばぁ 兵庫県神戸市中央区加納町4-9-2 AOIビル 2F 

4 兵庫 じゅんこ 兵庫県神戸市中央区旭通3丁目17 

5 兵庫 勢志凡 兵庫県神戸市中央区北長狭通2丁目8-3 

6 大阪 紀ノ川 大阪府寝屋川市香里北之町11-11 

7 大阪 歌えるCafeだん 兵庫県宝塚市小林5-13-10 

8 大阪 スナック乾杯 兵庫県伊丹市大野2丁目10-2 

9 大阪 ラタン 大阪府八尾市山本町南1-3-2 サンシャイン山本3F 

10 大阪 ちょっぴん 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-8-21 畳屋町会館3階 

11 名古屋 麻乃 愛知県春日井市上条町1-181-2 

12 名古屋 秋田料理＆スナック みちのく 愛知県名古屋市中区東桜2-22-14 キングビル 3F 

13 名古屋 オパール 愛知県名古屋市西区城西2丁目11-8 

14 名古屋 スナック童夢 愛知県大府市共栄町8丁目12-19 

15 名古屋 めんばーずすなっく夕暮 愛知県津島市天王通4丁目9番地 

16 名古屋 スナック Frule 愛知県名古屋市港区港栄2-3-9 ジュエルズコート 2A 

17 名古屋 ラディッシュ 愛知県中区栄3丁目13-6 オードヴィ栄6F 

18 名古屋 Green Box 愛知県名古屋市中区栄3丁目13-6 オードヴィ栄7F 

19 名古屋 メンバーズ かまくら 愛知県名古屋市中区錦3-12-30 第２ワシントンアネックス 

20 名古屋 リンクス 愛知県名古屋市中区錦3-7-1第五錦ビル 5階 

21 宮城 ぽあろ 宮城県仙台市青葉区国分町2-12-19 

22 宮城 上木戸 宮城県仙台市青葉区一番町4-3-9第三藤原屋ビル 3階 

23 宮城 ラウンジ for you 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目9-37 

24 宮城 MIRA 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目10-11 

25 宮城 ラウンジ・アミー 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-9 

26 宮城 円 NOBLE 宮城県仙台市青葉区国分町2-1-10阿部フォトビル 4F 

27 宮城 リトルスター 
宮城県仙台市青葉区国分町2丁目12-30 

ニューちどりやビル 4F 

28 宮城 クローバーリーフ 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目1-14 

29 宮城 リコリス 宮城県仙台市青葉区国分町2-14-25山国ビル 3階 

30 宮城 あるじゃん 宮城県仙台市青葉区国分町2-15-20 よごろうビル 2F 

31 神奈川 りょう 神奈川県川崎市川崎区浜町1-12-14 

32 神奈川 カラオケスナック あっとほーむ  神奈川県横浜市旭区柏町47-9 

33 神奈川 歌広場 神奈川県横浜市泉区上飯田町3173 

配布店舗一覧 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 県名 店名 住所 

34 神奈川 自由空間PUB トーク 神奈川県横浜市港南区大久保1-15-36 2階 

35 神奈川 雪  神奈川県川崎市多摩区6-4-2野島ハイツ 

36 東京 みんなの広場優子 東京都台東区浅草橋1-28-6 2階 

37 東京 Tamo Tamo 東京都台東区西浅草3-1-9松井ﾋﾞﾙ 302 

38 東京 Lad`s   （ラッツ） 東京都墨田区江東橋4-6-15 YSビル３階 

39 東京 AROMA 東京都文京区湯島3-46-6 TS天神下ビル 702 

40 東京 七星(セブンスター) 東京都文京区湯島3-38-15 シャローム湯島2FA 

41 福岡 メンバーズ  アモーラ 福岡県北九州市八幡西区熊手1-1-42  よし川ビル 3F 

42 福岡 スナック ゴールド 
福岡県北九州市小倉北区片野新町2丁目13-5 カーサ三萩

野1階 

43 福岡 碧い月 福岡県福岡市南区大池1-23-8 

44 福岡 スナック あい 福岡県福岡市早良区高取1-29-18 

45 福岡 スナック かおる 福岡県粕屋郡須恵町旅石86-63 

46 福岡 スナック  ローラル 福岡県筑紫野市二日市中央6丁目3-12 1F 

47 福岡 スナック 花菱  福岡県福岡市博多区中洲4-1-14 花菱ビル 6F 

48 福岡 すなっく 絹の路 福岡県福岡市博多区中洲4-1-13 第一きよたけビル 1F 

49 福岡 LEONE 福岡県福岡市博多区中洲3-4-7 バッカス館4F 

50 福岡 博多ん BAR NEXT 福岡県福岡市博多区中洲4-1-18 セブンⅡビル 302号 


